
令 和 ２ 年 度 千 葉 県 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 研 修 

（令和２年度千葉県児童発達支援管理責任者研修） 

実  施  要  領 
令和元年度との変更点 
 
  
①今年度から相談支援従事者初任者研修【２日課程】とサービス管理責任者等基礎研修を一本
化して実施します。相談支援従事者初任者研修【２日課程】をまだ受講されていない方につ
いてもサービス管理責任者等基礎研修をお申し込みください。 
また、すでに相談支援従事者初任者研修（２日課程を含む）を修了している方については講
義２日分を免除することができます。 

 
 ②相談支援従事者初任者研修【２日課程】部分（講義２日間）についても併せて実施するため、

受講日数が講義３日間、演習２日間になります。 
 
 ③新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本研修の講義３日間は原則として、オンデマン

ド配信で実施します。 
 
 ④本研修の演習については、コロナウイルス感染症の終息状況を、令和３年１月までに実施し

ます。日時及び会場については後日通知します。 
 
 ⑤今年度の受講決定の通知の送付先について、今年度は申込者個人宛てに送付しますので、返

信用封筒は各自１通ずつご用意ください。 

 

 

 

 

１ 開講目的 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ円

滑な運営に資するため、サービスや支援の質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理

責任者及び児童発達支援管理責任者（以下、「サービス管理責任者等」という。）の養成を図る

ことを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  千葉県 

 

３ 受講対象者 

 指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとする者、又は

指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であって

本研修受講開始時点（8 月 19 日）で、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を

行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」に定める必要な実務経験※から２年を引いた年

数を満たす者  

※必要な実務経験年数については、別紙「実務経験一覧」を参照してください。当該研修受

講の時点（講義受講時点）で上記の実務経験年数を満たしていない場合は、研修を受講す

ることができませんので、御注意ください。 

 

４ 定員 

 ８００名 

 

① サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者になるには、相談支援従事者初任者研修

（２日）とサービス管理責任者基礎研修及び児童発達支援管理責任者基礎研修（以下、「サー

ビス管理責任者等基礎研修」という。）の修了が必要ですが、今年度から、本研修に一本化し

て実施します。相談支援従事者初任者研修（２日）をまだ修了されていない方についても、本

研修をお申し込みください。 

また、既に相談支援従事者初任者研修を修了している方については、本研修の講義３日間の

うち２日間まで免除することができます。 

 ② 今年度から、相談支援従事者初任者研修（２日）を併せて実施するため、受講日数が講義３

日間、演習２日間になります。 

 ③ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本研修の講義は、原則としてオンデマンド配信

で実施します。※別紙「オンデマンド配信の受講について」参照 

 ④ 本研修の演習については、新型コロナウイルス感染症の終息状況を勘案しながら、令和２年

９月～令和３年１月の間に開催します。日時及び会場については、後日通知します。 

 ⑤ 今年度の受講決定通知は、申込者個人に送付しますので、返信用封筒は各自１通ずつ御用意

ください。 

 



５ 研修日程・会場 

 講義３日間（うち２日間は「相談支援従事者初任者研修（２日）」に相当）、演習２日間 

日  程 実施方法 備  考 

講義 

１日目 

・ 

２日目 

・ 

３日目 

令和２年９月１日（火）～ 

令和２年９月４日（金） 

オンデマンド配信

による遠隔受講 

左記日程の中で、３日分の

講義を受講してください 

※オンデマンド配信で受講できない方は、対面式の講義を実施します。 

開催予定 令和２年８月１９日（水）・８月２１日（金）・８月２６日（水） 

青葉の森公園芸術文化ホール（千葉市中央区青葉町９７７番１号） 

演習 

４日目 

・ 

５日目 

令和２年９月～令和３年

１月までに実施 

今後のコロナウイルス感染症の終息状況を 

勘案して日程及び会場を決定し、後日通知 

します。 

 

６ 研修内容  

厚生労働省「サービス管理責任者等研修」標準カリキュラムに基づき実施します。 

 

７ 受講料 

 無料 

 

８ 修了証書の交付 

研修の全課程を修了した者には修了証書を交付し、千葉県において修了者名簿を作成し、管

理します。（相談支援従事者初任者研修（２日）とサービス管理責任者等基礎研修の修了証書、

計２枚を交付します。） 

 

９ 受講申込の方法 

  以下の【必要書類】を法人単位でとりまとめの上、郵送してください。 

  ※申込時点で法人に所属していない場合に限り、個人での申込みも可とします。 

【必要書類】 【留意点】 

１．研修受講申込書 

 

＊申込者ごとに作成 

・「令和２年度千葉県サービス管理責任者基礎研修（児童発達支援管理責

任者基礎研修）受講申込書」を提出してください。 

・法人に所属している方は、法人からの推薦を受けてください（推薦は、

申込書上段の［法人推薦欄］の記入及び押印により行ってください。） 

・法人から複数名を申し込む場合は、申込者毎に作成の上、申込者を配置

予定の事業所単位で優先順位を記入してください。 

（法人全体の優先順位ではありません） 

上位より下位の者の配置予定年月が早い等、矛盾のないよう御注意ください。 

・オンデマンド配信での受講ができない場合は、申込書のオンデマンド配

信の受講の可否の「否」の欄にチェックを付けて、理由を記載してくだ

さい。 

・障害等により受講時に特別な配慮が必要な場合は、申込書の備考欄に希

望する事項を記入してください。（例：車椅子、手話通訳等） 

 



２．相談支援従事者初

任者研修修了証の写

し（講義２日間の免除

を希望する方のみ） 

●申込者の「相談支援従事者初任者研修」の修了証書の写しを添付してく

ださい。 

３．実務経験確認表 ●別紙「実務経験一覧」を参照し、サービス管理責任者等としての実務経

験に該当する実務について記入してください。 

４．実務経験証明書 

・資格証の写し 

 

＊原本又は原本証明

をしたもの 

●別紙「実務経験確認表」に記入した実務経験を証する証明書類（別添様

式）を添付してください。 

●実務経験のうち、資格に基づく業務（例 保育士、看護士等）の従事期

間がある場合は、当該資格を有することを証する書面の写し（原本証明

必要）も添付してください。 

５．返信用封筒 

 

＊受講可否通知に 

  使用します。 

＊今年度は、１人 

につき１部同封 

してください。 

 

 

●Ａ４判用紙が折らずに入るサイズの封筒（例：角形２号封筒）を、各自

用意してください。 

●返信先（申込者氏名・住所）を明記してください。 

（宛名は「様」としてください。） 

●切手について 

受講決定に係る通知は、２枚発行予定です。郵便料金に不足が生じない

よう御注意ください。また封筒の表に朱書きで「不足分受取人支払」と

記載してください。 

＜参考＞ 

・角形２号封筒・50ｇ以内（Ａ４判用紙８枚程度）の場合…120円切手 

・角形２号封筒・50gを超えて 100g以内の場合…140円切手 

●返信用封筒は、折って送付していただいてもかまいません。 

 

１０ 申込期限 

  令和２年７月２７日（月）※消印有効 

  申込期限以降は、申込内容の変更に関する申出は受け付けませんので御注意ください。 

申込内容を正しいものとして扱いますので、記入内容や必要書類に不備がないか、良く確認

した上でお申込みください。 

 

１１ 申込先（問合せ先） 

 

◎封筒の表に、朱書きで「サービス管理責任者等基礎研修受講申込書在中」と記載してくだ

さい。 

 

１２ 受講者の決定 

  受講の可否については、令和２年８月１７日（月）までに通知します。 

   申込者数が定員を上回った場合は、下記の選定順位により決定します。 

（先着順ではありません） 

 

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町１－１ 

  千葉県健康福祉部障害福祉事業課 地域生活支援班 岡安 

  TEL 043-223-2335 FAX 043-222-4133 



【選定順位】１～８は、県内の事業所に配置予定の方が対象 

順位 事由 

1 サービス管理責任者等の人員配置基準上に欠員が出ており、減算を受けている場合。 

2 
現職のサービス管理責任者等の退職（休職）が予定されている、又は事業所の新規開設のた

め、令和 4年 1月 31日までに配置予定であって、事業所内の優先順位が１位である者。 

3 
法人内の人事異動により令和 4年 1月 31日までに配置予定であって、事業所内の優先順位が  

１位である者。 

4 
現職のサービス管理責任者等の退職（休職）が予定されている、又は事業所の新規開設のた

め、令和 4年 1月 31日までに配置予定であって、事業所内での優先順位が２位以降である者。 

5 
法人内の人事異動により令和 4年 1月 31日までに配置予定であって、事業所内の優先順位が  

２位以降である者。 

6 
配置理由を問わず、令和 4年 1月 31日以降に配置予定であって、事業所での優先順位が１位

である者。 

7 
配置理由を問わず、令和 4年 1月 31日以降に配置予定であって、事業所での優先順位が２位

以降である者。 

8 配置予定の時期が未定である者。 

9 県外の事業所において配置される者。（９の方の内の優先順位は、１～８の順位に従ずる）。 

※サービス管理責任者等の実務経験の要件を満たす者と満たさない者が同じ優先順位の場合、要

件を満たすものを優先する。 

※上記の選定順位（２・３・６を除く）の中では、申込書に記入された事業所内での優先順位が

高い者を優先する。 

 
  

１３ 研修受講にあたっての注意事項 

（１）次の項目に該当する受講者には修了証書を交付しません。 

 ・申込内容に虚偽があった場合。 

  ・オンデマンド配信による視聴履歴がない場合、又はアンケートの提出がない場合。 

 ・自己都合により欠席又は３０分以上の遅刻・早退・離席があった場合。 

  ※１回の遅刻等が３０分未満であっても、通算で３０分を超える場合も同様とします。 

  ※災害や事故により公共交通機関が遅延した場合は、必ず遅延証明書を御提示ください。 

 

（２）研修当日は、必ず体温を計り、発熱等の症状がある方は受講を控えてください。 

（発熱等の症状がある場合は申込先まで御連絡をお願いします。） 

 

（３）次の項目に該当する受講者には指導を行い、改善が認められない場合は、修了証書を交

付しません。 

 ・私語、居眠り等、著しく受講態度が悪い場合 

 ・研修とは無関係に携帯電話、スマートフォン、タブレット及びＰＣ等を使用した場合 

 ・演習での発言や役割等を拒否又は放棄した場合 

 ・その他主催者が交付不適当と判断した場合 



（参考）令和元年度のサービス管理責任者等に係る研修の見直しについて 

 

１ 見直しの概要 

サービス管理責任者等になるための研修については、従来の分野別研修が統一されるととも

に、下記のとおり再編されました。 

①「相談支援従事者初任者研修（講義一部）」 

②「サービス管理責任者基礎研修（児童発達支援管理責任者基礎研修）」（以下「基礎研修」） 

サービス管理責任者等に必要な実務経験年数に達する２年前から受講可能 

③「サービス管理責任者実践研修（児童発達支援管理責任者実践研修）」（以下「実践研修」） 

   基礎研修の修了後、実践研修の受講前５年間に、２年以上の実務を経た者が受講可能 

   （実践研修修了後は、５年ごとに更新研修の受講が必要です。） 

 

※ 配置時の取扱いの一部緩和 

新たにサービス管理責任者等になるには、上記①～③全ての研修修了が必要となりますが、

基礎研修修了者（①②修了者）は、既にサービス管理責任者等が１名配置されている事業

所の２人目以降のサービス管理責任者等としての配置と個別支援計画原案の作成が可能と

なりました。 

 

２ 経過措置 

（１）旧サービス管理責任者研修等修了者 

平成３０年度以前に相談支援従事者初任者研修（講義一部）及び旧サービス管理責任者研

修又は児童発達支援管理責任者研修（分野を問わない）を修了した者は、令和６年３月３１

日までの間は、サービス管理責任者等とみなすことができるため、改めて基礎研修及び実践

研修を受講する必要はありません。 

令和６年４月１日以降も引き続きサービス管理責任者等として従事するためには、それま

でに更新研修を受講する必要があります。 

 

（２）基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者 

既にサービス管理責任者等に必要な実務経験を満たしている者は、令和３年度末までに「相

談支援従事者初任者研修（２日課程）」及び「基礎研修」を修了した場合、基礎研修を修了し

た日から３年間はサービス管理責任者等とみなすことができます。 

ただし、基礎研修を修了した日から３年以内に２年以上の実務経験を経た上で実践研修を

修了する必要があります。 

 

 

 

 

 

 



オンデマンド配信の受講について 

 

１ 受講方法  

・講義の配信は、動画配信サービスを使用して行います。  

 

・講義を視聴するための ID・パスワード及び URLは、受講決定時に通知します。配信日に、通知の URL

にアクセスして、割り当てられた ID とパスワードでログインすることで、動画の視聴が可能になります。  

 

・講義資料を当該研修のHPに掲載しますので、各自でダウンロードしていただき、資料のご用意をお願

い致します。 

 

・講義は，９／１～９／４に配信します。３日間分の講義を、当該研修のプログラムごとに分けて配信し

ますので、プログラムの全課程を視聴してください。  

  

・遡って視聴することも可能ですが、視聴は所定の期間のみ可能ですので、視聴漏れがないよう留意

してください。 

 

・受講方法の詳細は、受講決定時に通知するほか、当該研修 HPにも掲載します。 

 

２ 受講環境  

・動画の視聴は、事業所または個人所有のコンピュータ、スマートフォン、タブレット等の動画の視聴が

できる機器を御用意ください。 

 

・使用機器は、常に電源に繋いだ状態で使用するなど，バッテリー切れ等を起こさないように留意して

ください。  

 

・Wi-FiもしくはLANケーブルの有線接続環境下で視聴してください。通信量が非常に多いため、４G等

の携帯電話回線での接続の場合、利用制限がかかることや多額の通信費用が発生することがありま

す。  

 

 


